
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 22 日） 

次週の予定  （3 月 29 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 15日分） 

会員数  44名 出席数 38名 欠席者  1名 

特定免除  5名 その他免除  0名 

出席率 97.73％ 

 

前々回 3月 1日分 

ホームクラブの出席者 36名   90.91％ 

メークアップの結果  39名 

特定免除  4名  その他免除   0名 

欠席者    1名  修正出席率  97.73％ 

ロータリーソング 

 「 日も風も星も 」「 四つのテスト体操 」 

後面に記載 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ 

 

 レイ・クリンギンスミス 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1 時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 加藤 敏明 
■幹 事 中原  毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 
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平成 23年 3月 22 日   No.2106   H23.3.15 (No.2105の例会記録) 

ニコニコ箱 

「 ロータリー雑誌月間に因んで 」 

福富 經昌 会員 

 

佐藤 多加志 会員 

 ビジター   大阪大手前ＲＣ    竹森 敏麿 氏 

 ゲストスピーカー 

       元阪神タイガース監督  藤田 平 氏 



 

 

 

皆様、こんにちは。 

3 月 11 日午後 2 時 46 分 東北・関東地方で、国内観測史上最大のマグニチュード

9.0 の極めて強い地震が発生致しました。9 都県で地震と津波による大火災が多数発

生し、その上、重大な原発事故も発生しております。被害はさらに拡大する見通しで

す。 

東北各地の惨状をテレビを通して見るにあたり、言葉を失うばかりです。 

家が倒れ、火災が起こり、10ｍ以上の津波にのまれ、町が消えていきます。 

まだまだ寒さの続く東北地方に、一刻も早い支援の手を差しのめるべく、義援金箱

を回させて頂きますので、宜しくお願い致します。 

今回の地震は日本の観測史上最大級の地震でありまして、その中でも東京電力の福

島第一原発での原子炉の炉心溶融や建屋の爆発など、緊急事態が

相次いで国中原発史上最悪の事態を招いています。 

ロータリー会員も力を合わせて、援助の手を差し伸べていき

ましょう。 

クラブ全員で東北地方太平洋沖地震で被害に合われた方々に黙祷

を捧げたいと思います。 

 

先週の 12 日 守口ロータリークラブ 50 周年記念行事に出席してまいりました。

50 年の周年行事は大きな節目であり、歴史を感じた記念式典でした。 

 

 

 

 

◎ロータリー財団委員会                 髙島 登 委員長 

 

当地区は、今月 26日より約 1か月にわたり、スリランカ（第 3220地区）GSEチー

ム受入れを予定しておりました。しかしながら、今回の東北地方太平洋沖地震という

不測の事態を受け、やむを得ずチーム受入れ日程を延期する決定を致しました。 

今はロータリアンとして被災地の救援・復興に全力で当たる時期ということで、ご

理解いただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、受入れ実施の日程につきましては、決定次第速やかに GSE 委員会より連絡さ

せていただきますので、その際にはご協力いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

加藤 敏明 会長 会長の時間 

委員会報告 



◎ニコニコ箱委員会                   杉原 巨峰 委員長 

 

・入会記念自祝                      上田 陽造 君 

・入会記念自祝                      大西 寛治 君 

・入会記念自祝                      西條 義昭 君 

・入会記念自祝                      橋本 正幸 君 

・写真有難うございます 感謝               大西 寛治 君 

・樋口先生・杉原さん 写真有難うございます 感謝     髙島  登 君 

・樋口先生・杉原君 写真有難うございます 感謝      小川 芳男 君 

・樋口先生・杉原君 写真有難うございます 感謝      佐藤 多加志君 

・樋口先生いつも写真有難うございます 感謝        木村 克己 君 

・歩こう会の写真有難うございます 感謝          中野 秀一 君 

・歩こう会 樋口会員・杉原会員写真有難うございます 感謝 東村 正剛 君 

・情報集会 遅刻申し訳ありません 

 池田会員 有難うございました              木村 克己 君 

・早退お詫び                       木田 眞敏 君 

・早退お詫び                       北本 良弘 君 

・早退お詫び                       髙田 眞吾 君 

・メークアップ無しお詫び                 松原 清一 君 

 

                           中原 毅 幹事 

 

臨時理事会（2011.3.15） 

 

(1) 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震発生 義援金について 

一人 20,000 円以上の義援金をお願いする 

(2) 4 月 05 日(火) 春の家族会について 

3 月 11 日東北地方太平洋沖地震発生のため 中止 

予算 職業奉仕委員会 295,000 円は、義援金にまわす 

   親睦活動委員会 98,362 円は 、義援金にまわす 

(3) 4 月 19 日(火) ３ＲＣ合同例会ついて ホスト大東ＲＣ 

3 月 11 日東北地方太平洋沖地震発生のため 3RC 合同ゴルフコンペ中止 

ゴルフコンペ中止に伴い、3RC 合同例会の時間・場所の変更 

12：30～ 大東市民会館 4 階 大会議室にて 

(4) 大東中央ＲＣ１５周年記念例会の件 （4/9） 

3 月 11 日東北地方太平洋沖地震発生のため 中止 

(5) 枚方ＲＣ５０周年式典の件 （4/2） 

3 月 11 日東北地方太平洋沖地震発生のため 中止 

理事会報告 



 

 

 

 

２０１１年３月１４日 

地区内各クラブ 

会長・幹事 各位 

国際ロータリー第２６６０地区 

ガバナー         松本新太郎 

社会奉仕委員会 委員長 表  寛治 

 

東北地方太平洋沖大震災への義援金のお願い 

 

前略 この度の東北関東大震災で被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上

げます。 

さて、当地区でもロータリアンとして援助できることはないかと検討致しましたと

ころ、まずは取り急ぎ義援金をとりまとめ送金させていただきたく、各クラブでのご

協力をお願い致します。 

なお急を要することでございますので、３月３０日（水）までに下記の口座へご送

金をお願い致します。集まりました義援金はガバナー会事務局に送金し、ガバナー会

と被災地区の各ガバナーとで協議の上配分する予定です。 

なお、救援物資やボランティア派遣等につきましては、先方の受け入れ態勢も不十

分であることから無用の混乱を招くことにもなりかねず、当面は見合わせたいと思い

ます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 
Service Above Self  – One Profits Most Who Serves Best                        

 

 

 

「 赤い椿
つばき

 白い椿と 落ちにけり 」 

河東碧梧桐 
 
赤い椿の木の下には赤い椿が、白い椿の下には白い椿が落ちて
いるよ。季語：椿（春）  
 



 

 

西條 義昭 会員 

阪神タイガース元監督 藤田 平 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【球 歴】 

1966 阪神タイガース入団 

1984 現役引退 

1994 阪神タイガース二軍監督 

1995～1996 阪神タイガース監督 

 

1947 年 10 月 和歌山県生まれ。 

右投左打。内野手。背番号６。 

市立和歌山商業で３季連続甲子園に出場。 

1965 年春には準優勝を果たした。 

創設になったばかりのドラフトで阪神から２位指名を受けて 1966 年、入団する。 

２年目からレギュラーとして打率.291、154 安打でリーグ最多安打を記録する。 

30 二塁打、10 三塁打もリーグ最多だった。ベストナインにも選出されている。 

1969 年には打率.293、19 本塁打を残し、２度目のベストナインを受賞する。 

この年は、リーグ最多打数ながら併殺打ゼロだった。1971 年には自己最多の 28 本

塁打を記録し、1972 年には 27 二塁打で３度目の最多二塁打に輝く。 

1974 年には打率.302 を残して初の３割台に乗せた。その後も打撃に円熟さが加わ

って 1977 年、1978 年と３割以上を記録。1978 年には最多連続打席無三振 208 の日

本新記録を樹立した。1979 年、アキレス腱を痛めたが、翌年には復帰し、規定打席

には満たないものの.304 を残す。 

先週の卓話 



そして、1981 年には打率.358 でついに念願の首位打者を獲得し、カムバック賞に

も輝く。この年から打撃コーチも兼任している。 

1983 年には通算 2000 本安打を達成。 

1984 年は打率１割台に終わり、現役を引退した。 

1995 年には阪神の監督代行となり、1996 年には監督を務めた。 

現役中、巨人のＶ９と重なったこともあって２位を６回経験するものの、リーグ優

勝とは無縁に終わった。遊撃手というハードなポジションながら滑らかで美しいスイ

ングと柔らかいリストで毎年安定した成績を残したアベレージヒッターである。 

ミートの技術に優れ、三振数が非常に少ない打者で、ベストナインの常連だった。 

 

通算成績（実働 19 年）：打率.286、207 本塁打、802 打点、2064 安打。 

首位打者１回（1981） 最多安打１回（1967） 

ベストナイン７回（1967・1969～1971・1973・1974・1981） 

ゴールデングラブ賞３回（1973・1975・1981） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１１～２０１２年度のための地区協議会 

 

日 時  ２０１１年４月２３日（土） 

     登録開始：１２：３０ 

     開  会：１３：００ ・ 閉会予定：１７：００ 

場 所  大阪国際会議場 

     【登録受付・本会議】５階 メインホール  

【部門別協議会】１０階・１２階 

 

出席義務者  次期会長、次期幹事、次期Ｓ.Ａ.Ａ 

       次期クラブ奉仕委員長、次期職業奉仕委員長 

       次期社会奉仕委員長、次期新世代(青少年)奉仕委員長 

       次期国際奉仕委員長・ＷＣＳ委員長 

       次期ロータリー財団委員長・次期米山奨学委員長 

       次期クラブ研修リーダー 

 


